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令和元年第６回 新座市教育委員会 定例会

会 議 録

招 集 期 日 令和元年６月２５日午後３時 場所 第二庁舎１階会議室２

開 閉 日 時

及び宣告者

令和元年６月２５日午後３時 開会 宣告者 金子 廣志

令和元年６月２５日午後４時３２分 閉会 宣告者 金子 廣志

教育長 金子 廣志

委

員

議席番号 氏 名 出･欠 議席番号 氏 名 出･欠

１ 鈴 木 松 江 ○ ２ 小 泉 哲 也 ○

３ 脇 田 美保子 欠 ４ 宮 瀧 交 二 ○

出

席

職

員

①教育総務部長 ○ ②教育総務部副部長兼生涯学習スポーツ課長 ○ ③教育総務課長 ○

④中央公民館長 ○ ⑤中央図書館長 ○ ⑥学校教育部長 ○

⑦学校教育部副部長兼教育支援課長 ○ ⑧学務課長 ○ ⑨教育相談センター室長 ○

事務局 戸川真理子、城間悦子

会議事件名 発 言 者 発 言 の 要 旨

開会

会議録承認

議案第３７号

議案第３８号

教育長

教育長

各委員

教育長

教育長

生涯学習スポ

ーツ課長

令和元年第６回新座市教育委員会定例会の開会を宣す

る。 午後３時００分

令和元年第５回新座市教育委員会定例会の会議録の承

認について問う。

承認

令和元年第５回新座市教育委員会定例会の会議録は承

認された。

議案第３７号「新座市文化財保護審議委員の会議等に

関する規則の一部を改正する規則について」及び議案第

３８号「新座市文化財保護審議委員の委嘱について」は

関連しているため、生涯学習スポーツ課長から２件併せ

て説明願う。

新座市文化財保護審議委員は、新座市文化財保護審議

委員の会議等に関する規則第２条第１項により、定数６

名となっている。各分野の有識者の皆様に本市の文化財

の保護及び活用等に関する事項を調査、審議いただいて

いる。現在市内には国指定若しくは国登録物件が３件、

県指定が１０件、市指定が２２件、合計３５件の指定文

化財がある。更なる文化財の保護及び活用は、教育委員

会の諮問機関である文化財保護審議委員会の協力が必要

である。

そのような中、今般、本市で唯一の国指定天然記念物

の管理者で、平林寺代表住職である松竹寛山氏から同委

員への自薦があった。松竹寛山氏は、文化財に関して高

い見識を有しており、市としても貴重な意見を伺える機

会であることから、同規則第２条第１項の定数を６人か

ら１人増員し７人以内とし、松竹寛山氏に委嘱すること

を併せて提案するものである。
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議案第３９号

議案第４０号

教育長

委員

委員

生涯学習スポ

ーツ課長

教育長

各委員

教育長

教育長

生涯学習スポ

ーツ課長

教育長

各委員

教育長

教育長

学務課長

議案第３７号及び第３８号について、質疑はあるか。

今回、平林寺代表住職に文化財保護審議委員をお願い

できるのは大変嬉しいことであり、今までと違う色々な

新しい展開が期待できるのではないかと思う。

先程、自薦という説明があったが、その経緯を教えて

ほしい。

平林寺は、国指定の天然記念物を有しており、松竹氏

はその管理者であることから、国、県、市と文化財に関

する情報を交換する場が多々ある。平林寺にも有形文化

財等が多くあるので、新たな指定に向けて色々な情報が

頂けるというようなこともある中で、松竹氏御自身から

文化財保護審議委員に加わることも検討してみるという

お話を頂いたので、是非お願いしたいという運びになっ

た。

また、現行の規則では定数６人となっているが、近隣

市を見ても、朝霞市８名、和光市２０名、富士見市７名

となっており、文化財の所有状況から勘案しても、増員

して協議していただく方がよいのではないかと考えてい

ることも松竹氏にお伝えし、お引き受けいただけたとい

う経緯がある。

本件について、他に質疑等がなければ、承認としてよ

いか。

承認

議案第３７号及び議案第３８号は、承認する。

議案第３９号「新座市青少年問題協議会委員の委嘱に

ついて」を生涯学習スポーツ課長から説明願う。

新座市青少年問題協議会は、青少年の指導、育成、総

合的施策に関する調査審議を行い、市長へ意見を述べる

ため、現在１９名で組織されている。この度、学校警察

連絡協議会から新座総合技術高等学校の大出明氏に代わ

り、新座高等学校の岡部競氏に変更の申出があったため、

本委員の変更について提案するものである。

議案第３９号について、質疑はあるか。

承認

議案第３９号は、承認する。

議案第４０号「新座市立学校通学区域審議会委員の委

嘱等について」を学務課長から説明願う。

今年度の新しい委員は、新規と記載している。ＰＴＡ・

保護者会連合会代表の方２名、校長会の代表として伊藤

校長、岩出校長、田中校長の３名の校長、新座市町内会

連合会、ふれあい連絡協議会からは各１名の代表となっ

ている。

続いて、昨年度の審議会の概要や現状について御説明

申し上げる。
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教育長

学務課長

教育長

学務課長

教育長

学校教育部長

委員

学校教育部長

委員

学校教育部長

平成３０年度は、主に教室不足が懸念される大和田小

学校について２回の会議を行った。審議の結果、直ちに

教室不足が生じることはないものの、引き続き動向を見

守ることとした。

なお、市内のその他の学校については、直近の住民基

本台帳から算出した推計によると、令和６年度まで概ね

現在の保有教室数での対応が可能であるとの見込みであ

った。こうした状況から、現時点では通学区域の変更は

行わず、転出入等による人口の変動や開発の動向等を注

視していくこととした。

今年度は、第１回目の審議会を７月１０日（水）に予

定している。直近の住民基本台帳から算出した児童生徒

の推計表等を基に、引き続き教室不足が懸念される大和

田小学校の学区域を中心に審議していただく予定である。

議案第４０号について、質疑はあるか。

今後、教室不足の見込みは、令和６年ぐらいまではな

いということでよいか。

令和６年以前は大きな変動はないので、大丈夫である

と考えている。

それは開発行為があることは想定していないため、例

えば、新座駅北口周辺に高層マンションが建つような場

合は、当てはまらないということか。

そのとおりである。

そうすると、開発行為も見据えて今後のシミュレーシ

ョンを行わなければならないと思う。

今現在、大和田小学校の教室保有数が２８、学級数が

２７である。過去には特別教室２つを普通教室に変えて

対応してきているので、あと２学級までは何とか対応で

きると考えている。ただし、令和６年度までの住民基本

台帳上の見込みとしては２６学級になると見ている。

今後も引き続き注視をしていきたい。

大和田小学校の放課後児童保育室を敷地外に建設する

ようだが、移転後は、現在の保育室を教室として活用で

きるのか。

現在、放課後児童保育室が使用している部屋は、体育

館の下の教室であるため、かなり音が響いてしまう。ま

た、給食を調理場から外を通って体育館下に運ばなくて

はならないため、通常の学級の教室としては使用できな

い。

教育懇談会で、ある小学校の児童数が少なくなってき

ていて、今後学級が成立しなくなるのではないかと非常

に心配だという話が出ていた。したがって、逆に小規模

校のためにも通学区域を見直す必要があるのではないか

と思う。そのような視点でも審議会で検討していただき

たい。

今のお話は、恐らく八石小学校の子供たちが一部栗原
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議案第４１号

議案第４２号

委員

学校教育部長

教育長

各委員

教育長

教育長

教育相談セン

ター室長

教育長

各委員

教育長

教育長

教育相談セン

ター室長

教育長

委員

小学校に新１年生として移っているために、八石小学校

の１年生が少なくなっているという話だと思う。実は、

石神三丁目の一部の地域では、栗原小学校を右手に見な

がら通り過ぎてバス通りを越して八石小学校に通うとい

うような状況になっている。近くの橋を渡ればすぐそこ

に栗原小学校があるので、八石小学校の児童が栗原小学

校に毎年１０名から２０名近く動いてきている。ただし、

八石小学校では、今後も現状の学級を維持していける状

況である。

その地域は、どちらに通学してもよいというグレーゾ

ーンなのか。

指定校変更の際の地理的条件として、指定校よりも距

離が近いというものが現実的にあるため、これまでも認

めている。

本件について、他に質疑等がなければ、承認としてよ

いか。

承認

議案第４０号は、承認する。

議案第４１号「新座市就学支援委員会委員の委嘱につ

いて」を教育相談センター室長から説明願う。

新座市就学支援委員会委員については、第５回教育委

員会定例会においても承認いただいたところである。今

回は、埼玉県立和光南特別支援学校から上げられた推薦

に沿った案を提出する。前任者は、昨年度末に異動にな

ったため、新たな委員を推薦いただいた。

本件について、質疑はあるか。

承認

議案第４１号は、承認する。

議案第４２号「新座市さわやか相談員の委嘱について」

を教育相談センター室長から説明願う。

さわやか相談員は、各中学校において生徒及びその保

護者の悩みに寄り添いながら心の支援を行っている。令

和元年度は、既に新座中学校、第二中学校、第四中学校、

第五中学校、第六中学校に配置している。第三中学校は、

年度当初の配置ができず、各方面に働き掛けて人材の確

保を模索していた。今回委嘱する鳥谷部氏は、学校現場

での勤務を強く希望している人材で、教育相談室の相談

員からの推薦により今回配置するものである。

経歴は資料のとおりであり、以前給食調理員とされて

いた。市内在住で、小学生と中学生の保護者でもある。

本件について、質疑はあるか。

さわやか相談員の委嘱についての規定では、カウンセ

ラーの資格などは要件になっていないのか。
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教育相談セン

ター室長

委員

教育相談セン

ター室長

委員

学校教育部長

教育相談セン

ター室長

専門的な資格についての規定はない。

相談業務の経験が全くないのであれば、研修などを受

ける機会はあるのか。

小さいお子さんを預かってサポートするという子育て

支援事業に携わっていた経験があるとのことだった。研

修については、しばらくの間は、現在週２日配置してい

るスクールソーシャルワーカーから引き継ぎを受けなが

ら業務に当たってもらう。

やはり採用に関する規定は、しっかり確立しなければ

ならない。本来ならば、資格を有していることを要件に

した方がよいと思う。

御自身の経験を踏まえて家庭や本人に寄り添って話を

聞いてあげるという姿勢もとても大事だが、例えば、鬱

や発達障がいなどに関する専門的な知識や対応方法を習

得しているかということも重要である。

現状として、相談業務の採用が非常に厳しくなってお

り、欠員が生じてしまっているところも多々ある。

相談業務としては、小学校では子どもと親の相談員が

週に２日又は３日入っている。こちらも特に資格は要件

としていない。中学校はさわやか相談員を毎日学校に配

置している。

基本的な仕事内容としては、生徒の相談援助、学級担

任、養護教諭との連携、学校・家庭・地域との連携、い

じめ・不登校の対応となっている。具体的なマニュアル

はないが、地域で各中学校グループごとに年２回の話し

合い及び情報交換を行っている。中学校の不登校が増加

しているが、その拠り所となっているのが相談室である

ため、何とか人員を確保して子供達の話し相手となり、

悩みを聞いてあげられるような環境を作りたいというの

が実態である。守秘義務を遵守し、子供たちに寄り添っ

て話を聞くことが出来る人物を探すために、ＰＴＡなど

にも協力を呼び掛けながら面接だけでは得られない情報

に頼ってしまっている現状がある。もう少し細かく資格

を見ていきたいと思うが、今回御提案させていただいた

方は、教育相談室の相談員から紹介であり、素晴らしい

人物であるということからの採用であるため、何とぞご

承認をお願いしたいものである。

さわやか相談員の委嘱に関する規定としては、新座市

さわやか相談員設置要綱というものがある。趣旨として

は、いじめ・不登校等児童生徒の心の問題の重要性に鑑

み、児童生徒、保護者との相談等に応じるとともに、学

校、家庭、地域社会との連携を図るため、新座市さわや

か相談員を設置し、もって健全な児童生徒の育成を図る

となっている。

資格等についての規定はない。第３条に非常勤特別職
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議案第４３号

教育長

各委員

教育長

教育長

教育相談セン

ター室長

教育長

委員

教育相談セン

ター室長

委員

教育相談セン

ター室長

教育長

教育相談セン

ター室長

委員

委員

委員

とし、その勤務は週４０時間以内とするということ、相

談員の任期は１年とし、再任を妨げないということ、新

座市さわやか相談員の年齢は、６５歳未満とするという

ことがあるが、その他の規定はない。

本件について、他に質疑等がなければ、承認としてよ

いか。

承認

議案第４２号は、承認する。

議案第４３号「新座市いじめ防止対策審議会委員の委

嘱について」を教育相談センター室長から説明願う。

平成３１年第１回新座市議会定例会に提出し、新座市

いじめ問題対策審議会条例から改正された新座市いじめ

防止対策審議会条例に基づき委嘱するものである。

本審議会では、いじめの現状把握、防止に向けての対

策の検討に加え、重大事態が起きた際の調査方法等のマ

ニュアル作成について審議する。第三者委員会として機

能させるため、条例の改正により保護者の代表と教育職

員を除き、臨床心理士と教育職員であった者を加えてい

る。

議案第４３号について、質疑はあるか。

井上典子氏の職名に校長とあるが、前校長ではないか。

そのとおりである。

各委員の住まいと年齢を教えてほしい。

（各委員の年齢を回答）

住所については、申し訳ないが、資料がないため、お

答えできない。

例えば、朝霞地区医師会から医療法人 坂本医院の坂本

広太氏を推薦いただいたというように、各団体に推薦依

頼をしているということでよいか。

そのとおりである。

個人情報の問題もあるかとは思うが、このような重要

な職を委嘱するような場合には、できるだけ詳細に口頭

で説明してもらえるとありがたい。

新座市いじめ防止対策審議会委員については、条例に

より医師や臨床心理士など、かなり高い専門性を求める

こととしている。議案第４２号の新座市さわやか相談員

の件に戻るが、自主学習で取得できるメンタルケアカウ

ンセラー等の資格を持っている方も市内に結構いらっし

ゃるのではないかと思う。ただ寄り添うことで解決する

問題もあるが、専門知識が必要なケースが多々あると思

うので、今後は規定を見直して、さわやか相談員につい

ても資格要件を加えてハードルを上げたほうがよい。

私も同感である。例えばアスペルガーや高機能障がい
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専決処分

教育相談セン

ター室長

委員

教育相談セン

ター室長

教育長

各委員

教育長

教育長

生涯学習スポ

ーツ課長

教育長

各委員

教育長

学務課長

などへの基本的なケアを分かっている方でないと、逆効

果になってしまうこともある。そのため、大学との連携

を更に図ってカウンセリングの勉強をした方などに来て

いただかないと効果は期待できないと思う。

委員の皆様の御意見はごもっともである。しかしなが

ら、正規の職員としての雇用となると、有資格者はなか

なか集まらない。中学校にはさわやか相談員とは別に、

臨床心理士の資格を持っているスクールカウンセラーを

配置している。教育相談室にも臨床心理士の資格を持っ

ている学校カウンセラーを２名配置している。このよう

な体制であることから、さわやか相談員が独断で動くと

いうことはないと我々は捉えている。

さわやか相談員として有資格者を雇用するというのが

難しい現状もあるが、これでよいという訳ではないので、

今後の手立てを教育相談センターでも検討していく。

さわやか相談員の中に、有資格者でリーダーシップを

とれるような人がいて、その方を中心に研修等を行えれ

ばよいのだが、そのような方がいないとなると、研修等

はどのように行っているのか。

年に２回研修を実施している。今年度は、教育相談セ

ンターの職員を講師として、夏に実施予定である。

本件について、他に質疑等がなければ、承認としてよ

いか。

承認

議案第４３号は、承認する。

専決処分「新座市社会教育委員の委嘱について」を生

涯学習スポーツ課長から説明願う。

新座市社会教育委員は、任期を２年とし、定数を１０

名として委嘱をいる。新座市ＰＴＡ・保護者会連合会長

であった渡部由美氏が５月２９日付けで退任されたため、

後任の同会会長の刈田友枝氏を委嘱することについて専

決処分させていただいたものである。

本件について、質問等はあるか。

なし

専決処分「新座市立東北小学校学校運営協議会委員の

委嘱について」外５件を学務課長から説明願う。

東北小学校の学校運営協議会委員について、昨年度学

校応援団の代表として委嘱がなされていない者が１名い

たため、遡って委嘱をするものが１件ある。

池田小学校と東野小学校の１名については、新たに今

年度委嘱するものである。

東北小学校と東野小学校の１名、栄小学校、第二中学

校の学校運営協議会委員の委嘱については、充て職であ

るため、前任者の役職を引き継いでいる。
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諸報告

教育長

各委員

教育総務課長

教育長

各委員

生涯学習スポ

ーツ課長

学校運営教委議会には地域の方に入っていただくとい

うことで、町内会長やＰＴＡの会長、おやじの会の会長

等の充て職になっている。

本件について、質問等はあるか。

なし

２件の報告をする。

①朝霞地区保護司会から第６９回社会を明るくする運

動朝霞地区大会を始めとして、１２件の事業に対して名

義後援の承認を行った。

②指定管理者の自主事業に係る名義後援について報告

をする。令和元年度に実施する指定管理者の自主事業の

うち、名義後援を承認したものは資料にあるとおりであ

る。株式会社ケイミックスパブリックビジネスが市民会

館にて行う自主事業のうち１２件、また、株式会社セイ

ウンがふるさと新座館ホールにて行う自主事業のうち３

件について承認した。

教育総務課からの報告に対する質疑、意見はあるか。

なし

５件の報告をする。

①７月１０日（水）から９月２日（月）までの５５日

間、大和田ファミリープールを開設する。開設時間は午

前９時３０分から午後５時までである。利用料金は大人

５１０円、中学生以下子供が１００円、３歳未満は無料

である。御案内は、広報７月号及び市ホームページにて

行う。夏休みを中心に大勢の子供たち、家族連れでにぎ

わうことが予想される。本年度も安全安心のプール運営

がなされるよう、事故ない管理に努める。

②令和元年度新座市民総合大学の開設について報告を

する。今年度の市民総合大学は、立教大学で健康増進学

部健康づくり学科、跡見学園女子大学で地域学部新座の

魅力発見学科、十文字学園女子大学で地域学部まちづく

りリーダー養成学科の３学科を開設し、受講者は合計で

７８名である。６月８日（土）に入学式を行った。１２

月１４日（土）の修了式まで計１５回の講義を進めてい

く。

③８月９日（金）午前１０時から市民会館ホールにて

公演中に大地震が発生したらという想定で、観客参加型

の避難訓練コンサートを行う。新座市文化協会所属のダ

ンシングフェロープシケの公演、その後は子供消防服の

撮影、立教大学や自衛隊による災害援助支援の展示、屋

外では煙体験ハウスや起震車体験を行う。参加は無料で、

７月２日（火）から市民会館、各公民館・コミュニティ

センター、ほっとぷらざ等で入場券を配布する。委員の
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教育長

各委員

中央図書館長

教育長

各委員

教育支援課長

皆様にも是非御参加いただきたい。

④十文字学園女子大学と市内ボランティア団体で組織

する子ども大学にいざ実行委員会が企画運営の下、子ど

も大学にいざを８月２０日（火）から２２日（木）まで

の３日間、小学４年生から６年生の定員４０名を対象に、

十文字学園女子大学にて実施する。現在募集中であり、

市内の小学校にチラシを配布するとともに、広報７月号

及び市ホームページに掲載している。

⑤令和元年度野火止用水クリーンキャンペーンについ

て報告をする。８月３日（土）午前９時から埼玉県指定

史跡である野火止用水の愛護活動として市内全域を対象

とした清掃活動を行う。西堀・新堀コミュニティセンタ

ー、新座中学校、新座第二中学校の３会場を拠点として、

主に中学生が中心となって地域の方々とのコミュニケー

ションを図りながら進めていく。

生涯学習スポーツ課からの報告に対する質疑、意見は

あるか。

なし

４月２３日（火）の子ども読書の日、また４月２３日

（火）から５月１２日（日）までのこどもの読書週間に

ちなみ、今年度は４月から５月までの３か月間を子ども

読書フェスティバル期間と位置付けて様々な事業を実施

した。特にイベントの「聞かせ屋。けいたろう」さんが

やってくる！については、毎年恒例になっており、たく

さんの親子連れやけいたろうさんのファンの方などが来

場された。中央図書館前広場にて、今年初めて年齢別に

２部構成で開催したが、歌とウクレレの音楽に合わせた

絵本の読み聞かせパフォーマンスは子供も大人も楽しめ

る内容で、１部、２部で計１６２名の方に御参加いただ

いた。

中央図書館からの報告に対する質疑、意見はあるか。

なし

５月２５日（土）に市内９校で春の運動会を全て開催

することができた。気温は３０度を超え、熱中症等が心

配されたが、各学校にて様々な暑さ対策がなされた。ど

の学校も児童に十分な水分補給を促しながら競技を進行

したほか、例えば低中学年の徒競走を取り止め、時間短

縮を図った学校や午前、午後１５分ずつ冷房の効いた教

室に子供たちを入れた学校など、様々な工夫があった。

このような中で大きな事故が起こることなく、多くの保

護者や地域の方々にお越しいただき、開催することがで

きた。教育委員の皆様には御多用のところ御出席いただ

いたことに感謝申し上げる。

諸報告は２件である。
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教育長

委員

委員

教育支援課長

委員

委員

委員

①令和元年度新座市研究委嘱校について、今年度の本

発表は、小学校４校、中学校３校の計７校である。１０

月１５日（火）の栄小学校の発表を皮切りに、２学期に

５校、３学期に２校の発表がある。今後は学校ごとに開

催の御案内をするので、御多用の中恐縮だが、お越しい

ただけたら幸いである。

②３月４日（月）に第二中学校においてＯＥＣＤの国

際試行調査を日本で初めてという形で実施した。その関

係で、６月４日（火）にＯＥＣＤのアンドレアス・シュ

ライヒャー教育・スキル局長が新座市役所にて市長、教

育長に表敬訪問をされた。

また、同日、東京大学において国際シンポジウム「教

育を科学する～エビデンスやデータで考える、２０３０

年の教育の姿」が開催され、金子教育長が新座市の取組

についてお話をされた。県学力調査と併せて本市の取組

が非常に高く評価されている。今後とも更に子供たちの

学力向上に努めていきたい。

教育支援課からの報告に対する質疑、意見はあるか。

近年の異常気象により、運動会を同じような時期に同

じようなプログラムで実施することがなかなか厳しくな

っている。現在の日本の自然環境に合った運動会や遠足

を生み出さなくてはいけない状況にあると思う。恐らく

国や県でも取組を始めていると思うので、今後の研究課

題としていただきたい。

テレビで時短運動会というものが流行っていることを

知った。保護者とお弁当を食べるのをなくして、午前中

で終了するというものである。そのような方法を一考し

ていただくことも必要かと感じた。

今回、他市では午前中で終了した学校もあったようだ。

本市では、先程申し上げたとおり、冷房の効いた教室で

子供の体を１５分間休めるという時間をとった。

運動会というのは歴史的に見れば、日頃の児童生徒の

鍛錬の成果を家庭に披露するというような趣旨で明治時

代から始まっているため、短縮することと併せて家庭と

学校を結ぶような役割をどう維持していくかということ

も考えていただきたい。

本市の小学校の場合は、テントを張って子供たちを休

ませているが、練馬区ではミストを１か所設けていたが、

テントは使っていなかった。本市は随分配慮をしている

と思った。

やはり学校差があり、過渡期なのかもしれない。これ

からはプラス面とマイナス面を考えながら、学校行事の

あり方を検討していくべきである。

生涯学習関係で一つお話したいことがある。

私は、東京２０２０の新座市オリンピック・パラリン
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その他

教育相談セン

ター室長

教育長

教育相談セン

ター室長

教育長

委員

生涯学習スポ

ーツ課長

ピック取組推進部会の座長をしている。現在、ふるさと

新座館で１９６４年のオリンピックのときの聖火リレー

のトーチを展示していて大変好評である。そこで、来年

度オリンピックの開催時期が近づいた頃、歴史民俗資料

館又はほっとぷらざを会場にして、市民が所有している

オリンピック関連の記念品等を募り、そのときのコメン

トを添えて展示したらよいのではないかという話が部会

で出た。前回の東京オリンピックのみでなく、過去の全

てのオリンピックを対象すれば、その時の楽しかった思

い出を示すようなものが家庭に結構あると思う。私もロ

ンドン・オリンピックに行ったので、入場券やグッズな

どを持っている。そのようなものを市民の皆さんがお持

ちか調査してコメントと共に展示するというのは、確か

に良いアイデアだと思うので、是非来年度に向けて検討

願いたい。

新座市介助サポーター制度設置要綱について報告する。

この介助サポーター制度は、市内小学校に在籍してい

る児童の保護者が車椅子を利用されていることから、授

業参観等の教育活動への参加のために設置したものであ

る。

本来は福祉の制度を適用して対応すべきところだが、

福祉の制度だけでは人手が足りないということ、また、

学校からも要請があることから、教育委員会としても制

度として位置付けたものである。現在、ＮＰＯ法人ふく

しネットにいざ 障害者地域活動センターふらっとの御協

力により、人員を確保、派遣する予定となっている。

教育相談センターからの報告に対する質疑、意見はあ

るか。

車椅子を上の階に上げるサポートをするということか。

日常生活は電動車椅子で生活をしているため、車椅子

ごと上げるということではなく、２階に手動の車椅子を

予め置いておいて、そこまで担架で上げるというもので

ある。昨年度１回練習をしたが、また改めて７月に練習

する予定である。

その他、全体を通じて何か意見等はあるか。

教育総務課からの諸報告の２件目の資料にふるさと新

座館ホールで指定管理者が実施する自主事業「スタンウ

ェイを弾こう」というものが記載されているが、どれく

らいの利用があったのか。

教育支援課からの諸報告でＯＥＣＤの調査の件があっ

たが、具体的にどのようなことが日本で初めてなのかを

教えてほしい。

スタンウェイの演奏は、昨年から指定管理者が進めて

いるもので、昨年の実績は７月から毎月１回行い、利用
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閉会

教育支援課長

教育長

委員

人数は５３人だった。

ＯＥＣＤの調査については、これまで年齢で抽出して

行っていたということだが、今回は学校単位で日本で初

めて実施したものである。

他になければ、令和元年第７回定例会は７月２４日（水）

教育懇談会終了後、中央公民館の講義室で行う。

これをもって、令和元年度第６回の新座市教育委員会

定例会を閉会する。

午後４時３２分
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以上、会議の顛末を記載し、その相違なきことを証するため署名する。

教 育 長

教育長職務代理者

委 員

委 員

委 員

書 記


